
部門 階級
Ａ 久保 音晴 レッスルウィン 藤原猿之介 レッスルウィン 田中   結 レッスルウィン 藤邉 妙果 東伊豆

Ｂ 坂本 　広 AACC 梶原　一平 松戸 宮崎 大地 レッスルウィン 大井 喜一 フィギュアフォー

Ｃ 花井 颯介 下野 市川 悠人 ＢＲＡＶＥ 日下部 勇 柏 藤原虎之介 レッスルウィン

Ｄ 木村 美海 リバーサル 興野あかり PUREBRED 永冨 琉衣 AACC 田崎 瑛大 下野

Ｅ 田中   陸 レッスルウィン 本多結里菜 フィギュアフォー 庭山 　陽 アライアンス

F 荻野 友里 GOLD KID'S 荻野 恵里 GOLD KID'S

  ２０kg級 大井 寿々 フィギュアフォー 井上 季央 ＰＨＯＥＮＩＸ 後藤 伊吹 GOLD KID'S 菊地 勇斗 ＰＨＯＥＮＩＸ

　２２kg級Ａ 坂本 　輪 AACC 水崎 竣介 焼津 杉本 壮汰 大子 金原 怜司 小玉

　２２kg級Ｂ 佐々木崇恩 AACC 青木   優 リバーサル 内山 剛柔 高田道場 永井　陸斗 アライアンス

　２４kg級Ａ ﾋﾞｬﾝﾊﾞｽﾚﾝ ﾊﾘｳﾝ 東海 大田　 譲 ＰＨＯＥＮＩＸ 志村 僚眞 フィギュアフォー 平井 希望 リバーサル

　２４kg級Ｂ ガレダキ敬一 AACC 荻野 大河 ＰＨＯＥＮＩＸ 大背戸逞斗 ドン・キホーテ 加藤 純正 松戸

　２４kg級Ｃ 吉田アリヤ 市川 片岡 大河 リバーサル 助川 遼成 ひたちなか 松下 明生 松﨑

　２６kg級Ａ 坂田 颯真 AACC 野村 蒼空 KING'S 佐藤   樹 GOLDEN STAR 飯島   晏 T-KIDS

　２６kg級Ｂ 角本 大地 ドン・キホーテ 吉野 飛来 PUREBRED 太田 福寿 レッスルウィン 金矢 陽生 小玉

　２８kg級 三島 大河 日立 大貫未那海 AACC 前川 晏二 高田道場 鶴屋 浩人 リバーサル

　３０kg級 菅野 煌大 ドン・キホーテ 斉藤 大将 取手 瀧澤 勇仁 フィギュアフォー 若菜 陽樹 小玉

＋３０kg級Ａ 堀池 建太 AACC 金澤 空大 柏 星野 レイ AACC 滝田 彩乃 大子

＋３０kg級Ｂ 鈴木 健人 さくら

   ２４kg級 藤田 想士 焼津 茂木 洋輔 東伊豆 石橋 篤弥 松戸 菊地 優太 AACC

   ２６kg級 秋山 大和 焼津 坂本 由宇 AACC 木村 琉貴 ＰＨＯＥＮＩＸ 長谷川 匠 GOLDEN STAR 

   ２８kg級Ａ 時田 一生 焼津 渡辺 涼太 小玉 岡田 卓己 松戸 山倉 良太 アライアンス

   ２８kg級Ｂ 水崎康太郎 焼津 冨山 悠真 T-KIDS 山鹿 正徳 フェニックス 岩渕 大造 アライアンス

   ３０kg級 高橋 海大 焼津 本荘 拓真 関宿 大村 幸誠 山梨 東川 　翼 下野

   ３２kg級 荻野 海志 ＰＨＯＥＮＩＸ 金澤 立空 柏 吉永 幸平 千代田 増田 大将 ＢＲＡＶＥ

   ３５kg級 茂呂 綾乃 AACC 伊藤 大輝 AACC 岩上 篤詞 KING'S 鎌田 政進 AACC

　３８kg級 吉田アラシ 市川 神保 蒼汰 FIRE BOYS 金子 勇翔 アンジュ 辻山 優樹 AACC

＋３８kg級Ａ 五十嵐文弥 高田道場 稲葉 大輝 ＰＨＯＥＮＩＸ 植木 優斗 さくら 北脇    香 レッスルウィン

＋３８kg級Ｂ 松田 光希 市川

   ２８kg級 曽根 将吾 焼津 長谷川悠成 GOLDEN STAR 中田 琉斗 フェニックス 浜田 優羽 ポゴナ

   ３０kg級 高橋 一輝 千代田 大田   兆 GOLD KID'S 後平 　広 関宿 坂本 大悟 練馬谷原

   ３３kg級 草間 正汰 松﨑 青柳善の輔 ＰＨＯＥＮＩＸ 原科 長城 リバーサル 計良 涼介 ドン・キホーテ

   ３７kg級A 山口勇太郎 AACC 田下奏樹 ＢＲＡＶＥ 森田 魁人 ＢＲＡＶＥ 木下 祐希 GOLDEN STAR 

   ３７kg級B 菅沼 碧久 GOLD KID'S 佐々木風雅 松﨑 保志 直輝 ドン・キホーテ 花井 龍真 T-KIDS

   ４１kg級 深田 雄智 AACC 小沼 龍心 KING'S 池田   倫 リバーサル 青野　健也 AACC

   ４５kg級 佐藤 匡記 AACC 高橋 夢大 焼津 中谷 優我 ＢＲＡＶＥ 市川アンディ 足利

   ４９kg級 福丸 晴大 小玉 細谷 　駿 松﨑

 ＋４９kg級Ａ 山倉 孝介 アライアンス 長谷川丈一郎 下野 柳井 譲太 アライアンス 合田 悠悟 AACC

 ＋４９kg級Ｂ 齋藤 晴紀 フィギュアフォー 佐々木偉琉 松﨑 新井 裕太 龍ヶ崎 出頭   海 カシマ

Ａ 太田 真蓉 リバーサル 田口 刹奈 邑楽 佐々木里菜 GOLDEN STAR 安田あくる フェニックス

Ｂ 池田 芽生 GOLD KID'S 本多香里菜 フィギュアフォー 池田   陽 リバーサル 斉藤 朱憂 足利

Ｃ 鈴木 未結 東海 森川葵咲樹 AACC 古郡 優衣 みぶ 新井 一花 下野

Ｄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞｽﾚﾝ ﾌｳﾗﾝ 東海 高橋 衣織 田島 山倉 和華 アライアンス

Ｅ 藤倉 優花 邑楽 大高 彩花 大子 菅野 藍衣 ドン・キホーテ

F 鴨志田あすか 大子 八木 風花 フェニックス

Ａ 藤田こころ 焼津 植松 夏鈴 沼津学園 高野 桃果 日立

Ｂ 片岡 梨乃 リバーサル 尾崎野乃香 ＢＲＡＶＥ 増川 明利 小玉 藤邉 喜愛 東伊豆

Ｃ 小川 玲奈 小玉 西元 さくら はんのう山中 松永 沙月 アライアンス 畑　 桃果 FIRE BOYS

Ｄ 佐々木花恋 ＰＨＯＥＮＩＸ 高山 凜子 下野 岩野 文音 山梨 本荘 美菜 関宿

Ｅ 鏡 　優翔 下野 的場 華子 小玉 木村万柚子 アンジュ 山根 　緑 下野

F 佐々木あかり ＢＲＡＶＥ 鴨志田梨沙 大子 嶋    茉央 田島

５・６年の部 草間 正汰(松﨑ｼﾞｭﾆｱ)
幼年の部 花井 颯介(下野サンダー) １･２年の部 坂田　颯真(AACC)
３･４年の部 茂呂 綾乃(AACC)
女子3･4年の部 ﾋﾞｬﾝﾊﾞｽﾚﾝ ﾌｳﾗﾝ(東海ｼﾞｭﾆｱ)女子5･6年の部 片岡 梨乃(リバーサル)

第1５回茨城オープンジュニアレスリング大会
平成２５年７月６日（土） 茨城県立スポーツセンター体育館

第１位 第２位 第３位

幼
年
の
部

５
・
６
年
の
部

3･4
年
女
子
の
部

5･6
年
女
子
の
部

最優秀選手
 優秀選手

１
・
２
年
の
部

３
・
４
年
の
部


